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と办 r：/iu e?:い ちウ 

それはそれは遠い昔のこと。とある小さな森の片すみにキコリの 
い"JZ7 可 なが 3Tご は/よし 

—家が住んでおりましだ。中ではおばあさんが孫たちにお話をして 

いまし; 

「その昔、このあだりにはだいそう乱暴なドラゴンがおってな、村 

人達をそれはそれは苦しめておった。じやが、やがて北の国から一 

人の魔法使いがやって来て、ドラゴンを壁画の中に封じ^め、地中 

深 < に埋めてしまっだんじや。ほら、あの絵をご5ん。その魔法使 

いとは、おまえ達のひいおじいさんなんじやよ。J 
かぺ ゆび と产 とび己！ あ 

おばあさんが壁にかかった絵を指さした時です。扉をはね上げて 
なに 

ぺットのボチが、何かとがっだものをくわえてきました。それはな 

ルと地中深<埋められているはずのドラゴンのウロコではありませ 

んかガ 

これを見たお父さんとおSさんは、ドラゴンが復活しよラとして 

いることを悟り、地下のダンジョンへ向かうしだ<を始めました。 

復活したドラゴンを倒す。それガ彼&の本当の仕事だっだのです。 

「ドラゴンなんかに勝てるワケないよ。」 
しれIばし) こどもたち ¢1:ウ わら ご-セ 

心配そラな子供達に、お父さんはニッコリ笑って答えます。 

「だいじよラぶ、ドラゴンスレイヤーがある。J 
妒的 ひと 

ドラゴンスレイや一。それはドラゴンを擷すことができるだだ一 
* I•モラ [J■沁 nく クづワ々 耷も 

つの魔法の剣。4つの隠された宝冠によって守&れているというの 

です。 
ジラcっ， と， 

「宝冠探しな£>、ポク5でも手伝える。ねえ、いいでしよ、父さん。」 

「もちろ/Uだ。みルなで協力しあえば、きっとドラゴンに勝てるさ/」 

ドラゴンスレイヤーを守る4つの宝冠とはどこにあるのか果し 

て、ドラゴンを倒すことができるのか。冒険の旅が、今始まつだの 

です.ヴ 
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_ し土-3かい g?ファミリーの紹介：;| 

〈使えるアイテム> 

わしの名はゼムン。 
この一家のあるじでキコ1」を 

_営んでおる。 
家族の中では一番の力持ちで 
得意技はブローブで 

(フロックを動かすことだ。 

ゼムン=ウォーゼン 

圓圍圓F編關琴 
「丁 I i^Tff y ニハシノ つ | n<jn ~~t バワート[ファ"1 ノ /1 ワーマ^一< M L# 
[^」竹_|_ポトル」クリスクル1ヮロ_ノフー'ツl_nッド]_ナkクルI _ァーv_ 1_ン’ルト 

わたしの名前はメイア。 
ゼムンの妻です。 
魔法の力の強いわたしは 
空を飛んだりフ□ワクを 
はねとばしたつする 
色んな魔法のアイテムを 
使えますD 

メイア=ウオーゼン 
zm 

く使えるアイテム> 

圍_圍_^^國_圔琴 



つか 

<使えるアイテム> 

□イアスです。 

剣士で剣さばきの一番 

うまいぼくは、唯一人 

ドラゴンスレイセーを 

手にすることが 

でさるんだ。 

□イアス=ゥオーゼン 

ドラゴン バつードジャンフ 
フーツシユース 

フバア 
□ツK りールド クラウン アーマー 9U79JL Iリクザー スレイ や- 

^- ) 
わたし、I」ルルです。 

身がるなわだしは、高い所 

でもひとつとびで行<こと 

ができるの。 

魔法のアイテムちい<つか 

使えるのよ。 

■Jルル=ウォーゼン 

つ行 

<使えるアイテム> 



ポク、ぺットのポチ。 
犬の姿から変身して 
□から炎をはいて攻撃する 
んだけど、モンスターだち 
はポクを仲間だと思って 
攻擊しないんだ。 

(使えるアイテム> 、-- 

しふ？！り &九|か 

下の2人のファミリーは、フレーには参加できないけれど、ゲー6の 
J^L9! U ひと 

セーフと□ードをして<れる大事な人たちです。 

今度まだフレーするだめに 
必要なバスワードは、この 
ジーラか&聞きなされ。 

ミ、}———ウォ—ゼン 

ジーラばあさんか2> 教え 
5れだパスワードをこの 
わし、ドウエルに聞かせ 
て<れれば、前回の続き 
ができるぞ。 

ドウエルニウオーゼン 



あそ tye そラさほラほ-3 v g遊び方と操作方法® 
あそ ntr. 

©遊び方 
e■■ガ <DZ>0^< -b ごに fu 

:このゲームでますあなだは、それぞれ違ラ能力を持っ£5人のファ5U—の 
钰か ひ亡り 丸3 だ 级か n く- ク3ウン 

中か51人を選び出し、ダンジョンの中を隠されだ4つの宝冠、ドラゴンス 
亡ガ 右と 

レィゃ—を探㈣•てぃ憩す。™ …ぃ 
フレ=ヤーは家に戻れば何回でも交代することができ、手に入れだアイテム 

二)ぎ of 

などは、そのまま次のフレーセーに渡されます。 
フイノ レゆ5ツd=5 つイフ 

プレーヤーのLIFEが0になると、ゲームは終了となってしまいます。LIFE 
^ < イツ やど はい レえ 七ど かいふ< 

，が少なくなっだ5、INN(宿）に入るか家に戻って回復させましよラ。 
.家では、灰回のフレーのだめ、バスワードによるセーブを行ラことができま 
す。（<わし<はP13を見て下さい。） 

子-うさほうほ亏 

_操作方法 

このゲームは、キーホード、ジョイスティックのどちらでも遊ぶことができ 
ます。 

^1- ' *.rV-fcV.-Vf 

(^Keyboard; 



バラメーターの見方 
がめん ひ■:!：.うじ _ 〇餺 1-1 ^ 

画面の上の表示は、それぞれ次のよ〇な意味をもつています。 
ライフ マジツジ キー ゴルド パイテム 

LIFE MAGIC KEY GOLD ITEM 
XU IF起 MAO TC 

111111111 mnmn 
uuUTiTi I 

ライフ 
フレーヤーの生命力を示す。これが0になると 

ゲームオー/ \一。 

マジック 

MAGIC 
k_ 

孤！^ しふうかい1Tラ 

武器とアイテムの使用回数< 

キ- 

カギの i。 

… 抓り.。 

GOLD 今持っているお金の量。 

アイテムは最高3つまで装備できるぞ。i 
LIFE、MAGIC、KEY、GOLDの. 

最高値はそれぞれ109。 

ムダな消費はさけよろ。 
v___J 

し、改 そラこグ 

今プレーヤーが装備しているアイテム。 



プレーヤーとアイテムの選び方 

す 达ね はじ 

ゲームは、ファ5U—の住む家の中から始まります。ここであなだはます、 
なか < づぴ え1^ 

ファ5U—の中か5フレーV—と装備したいアイテムを選びます。 

ブレーヤーの選択 

がめ^/じ[\ 戎t うえ 

画面上の&を、カーソルキー又はスティックでフレーしだいファS1」一の上 
し' ど•こ1 シフト 來た 1_ けつて〇 

に移動させ、SHIFT5^S@ボタンで決定する。 

フづ 甘がめん 

続いてアイテム選択画面に 
VI叫 

入ります。 

アイテムの選択 IHVEMTOTlv 

，忒个 # % 2 韹痧 

^ M ，4您泛金/ 

EOUIPnENT 

□ □ □ 
STHKMOTH I 

DISTANCE 

うrj し1*.どう rフト !* ^ エニ 

プレーヤーを、装備しだいアイテ6のところまで移動させ、SH1FTXは(ス〕ポ 
けってい 

タンで決定する。 

数字が青色になつているアイテムは 
そのプレーヤーでは装備できないよ。 / 
選択画面からぬけるには、フレーや一 
を下へ移動させてネ。 
アイテムの < わしい說明はP14だよ。 



やど 

SHOP(店)と INN(宿) 
SH OP 

や 
fNN 

,n 
承え づえ 疋s み敁 やど 材か はい 

の前で、上を押すと店や宿の中に入ることができます 
» 仁ど と 。ぎ 

店でアイテムを買ったり、宿に泊まる時は、次のよラにして下さい。 

SHOP 

mmm'轉巧 
■ _ x m ■ ■ - -■ ■ i ■ * 

■醒祖■丨■Llil » i — J im •■―し滬■!! J ■■-  T ' _ ■■ - - — — 

I :"!"嘯一 親 在3 ' ミ.、！ i % i \ ^ I j 1 

轉 
m 

，薄 F■-卜7: 

鰱痛m嫌棘棘mm薄残瑪滅就bm轉 
か ぼか レ矸BCD 3!E,^ 

アイテムを買ろ場合は、買いたい品物の前にフレーヤー 
いど， シノト 7F7Z 5<~ ® 

を移動させ、SHIFT又は®ポタンを押す。 
店を出るなら、下へ移動させる。 

むは、ダンジョン 
いる宝箱や 

SHOPで手に入れてネ 

ダンジョンには 
宿屋もあるんだ 

やどだし 

mm 

m- 
m 

m 

m 

m 

m 

mmmirn涵-mm^rn 該戀辞 
シフト ルー 

窟代は10G〇LD。泊まるなら、SHIFてダは 
■1::ボタンを#す0 Li戶EとMAG 1Cが回復し、 

アイテムを装備しなおすことができる。 
信を出るなら下へ移動させる。 



二?か Ttt 

アイテムの使い方 
づ そ，U つ/7 とさ つぎ はづほラ 》こ3 

ブレー中に装備しているアイテムを使いだい時は、次のよラな方法で行います。 

I nmniii miimn miTim I?T*33' 
Ti ジi■:irmi r---- ：r：i TTFimm し 

キーtK—ドのr^)キーを〗甲し、 

アYテム選択モードにする。 

キ—ボ—ドのy匕キーで__|を 

左右に動かし、これから使いたい 
アイテムに合わせる。 

キーボードの_キーを押して 
七ぐ 

ゲー△に民る。 
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特別な操作方法ークローフの使い方一 

ある特定のブロックを動かすことができるヴロープを使ラ場合は、次のよラな 
方法で行います。 

は、フレーヤーをちよつと右に動 舟しだままにする。 
かし… 

ブロックは、囡のよラに上に棄っ 
て左右に動かしだり、横から押し 
ていっだ0、下からジャンプして 
動かすことちできるの。だけど、 
引<こと、引きおろすことはでき 
なし\から注意してネ。 
失敗した時、上か下の面に行って 
くれば、やつ直しがでぎます。 

U 



コンテイニユー 

，■デフ しゃしん U 

フレーヤーのLIFEガ0(こなり、ゲームオーバーとなると、写真のよラに、R 
トライ コIンディニユー せ/vC< 

ETRYとC〇NTINUEの選択モードになり卖す。 
いえ _」卜■フイ さいしょ コン子イニユー 

どちらも家からのスタートになりますが、RETRYは最初か5、CONTINUE 
さいご いズ はい と毪 じd：づ;cい はじ 

は最後に家に入った時の状態から始まります。 
せれ芒< シフト けつてい _ お■ごな 

選択はSHIFT、決定は^]キ_で行ってくださし、。 

家に一度ち帰っていないと 
CONTINUEしてち、 
最初から始まってしまうよ。 
ムUをしないで家に帰ろラ/ 

\____) 
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パスワードによるセーブ•□—ド 

ゲームを途中でやめ、この次にやりだいと 
いラ時は、家にいスぉげ友女しT 

バスワードを聞こう。 
今度ゲームをする時、そのバスワードを、 
おじいさんに教えてやれば、前回のつづき 
をすることができるぞ。 

パスワード出力 八スワード入力 

M^S 

Lチす urn 

6をカーソルキーでおばあさんの 
レど-3 5>フト m^r エー 

上へ移動させ、SHIFT又は®ポタ 
^ ひょうじ 

ンを押すとd tスワードが表示される。 

6を力ーソルキーでおじいさんの 
上へ移動させ、（#1キーを押すと、 
! Xスワード入カモードになる。 

にゅうりょく ちじ っtJ 〇 

i Sスワードの入力は、キーポードのカナ文字キーを使って入れて 
とさ tど 尽33 ぐだ 

いきます0まちがっだ時は、カーソルキーで戻って直して下さい。 
<hfj 亡吻つし とき F——-Ji < 3ff 

終ったら_キーを、中止しだい時はgsclを押して下さい。 

13 



-，■-しよ•つ力1し、 

隹參アイテムの紹介 

モンスターを倒して得るアイテム群 
__: :'1 - • _ 

と- ラカt JSf：1わ 

これらのアイテムは、取つだその時に劭果ガ表れるものです。 

フイフ ふ マか、jつ A 

LIFEガ5増える。 MAGICガ5増える。 

pかふ-■■上:• とrJo -at 

宝箱や扉を開けることができる。 

[ゴールド」 

/?tA やど iし泞 

お金。宿に泊まつだりアイテム 
tS ひフよ， 

を買ラのに必要だ。 

画面上のモンスターを全滅させ 
てしまづ。 

ライフ へ. 

なんと、LIFEか5も減ってし 
まうのだ。 

巻 物| 
、_j 

キヤラクターの移動スピードを 
速くする。スピードは3段階ア 
ツフする。 

しt j m，“ と■うめい. 

一定の間透明にな15モンスター 
からのダメージを受けない。 

14 



宝箱を開けるにはカギガ必 
要よD中には使用すると 
MAG 1Cを消費するものも 
あるから注意してネ。 

, ------^ 

/」これらのアイテムは持ち物の中に加え5■れ ，——るぞ。使いたい時は家か宿で装備してnを 
合わすんだ。<わし<はP10を見て<れ。 

v__ 

アイテム名■効用 

フイノ と， Aい■：：ウ かレふc: 

LIFEガ〇になつだ時、最高家で回復できる。 

厂エリクサー] 
X- _ J 

Eバワード•ブ-ッI 

モンスターをふみ倒すことができる。 

[マジックポトルj 

mX谷icが〇になつ:e_、までできる。 

^クリスタルが 

ぺ二黃に。ーフする。 

SozZJ 

特定のプロックを動かせる。 

[_ウィングI 

_をmベる。1つているM MAg]Cを箬養する。 

15 



穿 

アイテム名■効用 

ジャンプ*シューズ 
1.1:い 

ジャンプカが2倍になる, 

Vトック 
てい 

特定のフロックをこわせる 〇 

□ツK 
てい 

特定のプロックをはねとばせる。 

フ;• □ツド: 
と ばし\ 

武器の飛ぶ距離が2倍になる 〇 

キー ステツキ 
亡び‘:，mい?ux~r~ あ 

カギがな<ても、扉や宝箱を開けられる, 

パワー.ナックル 
7，け咨〇よ、•二 

攻撃力が8倍になる。 

P 一 4一 

たい た35 ijtf ン三ハソシ 

モンスターを体当たりで倒せる。装備している間、MAGIC 
レふ，ひ 

を消費する。 

ソーJレト 
■で/7 h试こ ^rt 

巨大モンスターのはなつ弾をはねかえす。宝箱から誰かが盗 
み、どこかに隠しだと言われている。 

宝^^ゥン:;冠 
あつ 

4つの宝冠ヮラゥン、を集めなければ、ドラゴンスレイヤ' 
はい 

に入らない。 
は手 

ドラゴンスレイや一 
ゆいいこ、 さ办ウ 

唯一、ドラゴンを倒せる究極の武器, 0 

16 



とラじよラ 

登場するモンスターだち 
ゆ て 

ーフアミU—の行<手をはばおモンスターだち 

CED 

17 
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タラチユネス 

〇巨大ブモの 
モンスター。 

エレボーノ 

D悪霊たちの 
だ 

親玉。 

ツクガイア 
C■魔の力を持つ 

i\rj 往レ 

石のm。 

ソラウン 孑ち きよだ〇 

4つの宝冠を守る巨大モンスター 

4つの宝冠はそれぞれ次の4匹の巨大 
モンスターたちに守られているんだ。 
こいつらとの戦いに勝だなきゃ宝冠は二7 
手に入らないんだ。 

V______ノ 

だい tfdTづりゅラ 

〇古代の恐竜の 
化石がよみが 
えつたちの。 

19 



し H3； <1て！!5 

これが宿敵のドラゴンだ.グ 

デイルギオス 

かつて地上を暴れまわり 
ひとご/チ < る 

人々を苦しめていたが、 
通-，つか ぺ_ガ 

魔法使いによって壁画に 
され、地中深< に埋めら 
れてしまった凶悪なるド 
ラゴン。 
そ;^ と ぐ” 3仍お 

空を飛び、□から炎をは 
こ-H腎 

いて攻擊するといラディ 

ルギオスガ今まさに復活 
しよ〇としているe 

でも、くじけすに 
がんばつてね。 

このデイルギオスを倒せば 
平和がおとすれるのだけど 
そこまでの道は険しく遠い 、 _J 

20 



駿アドバイス颡 

〈プ□ック窗をマスターしよラ〉 

ゲームの中て一番苦労するのは、左のよろに動<フロックが 
/UCルのよ〇に並んでいる面でしよろ。もしここをブローフ 
を使つてゴールまでだどりつ<としだら、あなだはA〜ドの 
ブロックをどう動かしてここをクUPしますか9 

ゴールに蓋いた時のブ□ックの位置は、左 
のよラになるぞ。次のページにやり方が書 
かれてあるが、それの他にも方法はあるの 
で、いろいろだめしてみてくれ。 

 . 
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* A Bの順にブロックをiかす。 

• ジャンフして 

Cを上に1つ動かす。 

*Dの真下に行き、ジャンプして 
みぎ ウご 

それを右に1つ動かす。 
のI牙 イー 

•ジャンプして登っていき、巳を 

1つ上に動かす。 

_下に降り、Dを上に1つ、右に 

2つ動かす。 

•続いてFの左測にまわり、それ 

を右に3つ動かす。 

♦最後に、DとFを階段がわりに 

してEの下に来、上に1つ、右 

に1つ動かし、ゴールへむかラ。 

22 



〈ダンジョン攻略するなら、まずマツビングから〉 

広大なダンジョンの中はとっても複雜。でもマゥフを作っておけば 
迷うこともありません。ダンジョンの中は大き<分けて5つの面が 
あり、それぞれ違つだ特徴と音楽を持つています。この音楽を覚え 
れば今どこにいるのか知ることができます。 

片けい と。:：ち上う S:に FUWU 

〇地形キャラの_特徴をつかむ。これは何よりも大切なことなのです 
ire 

よく見て覚えておきましよラ。 

さかさつらら 
この上に栗ると 
ダメージを受ける。 

_<フロック 
動かせるだけでな< 

フトックでこわせる。 

炉からばこ 

宝箱 
いろんなアイテムが 
入つている（カギ 

u :> ふ， 

が必要)。 

ひめ 又 

tuナ姬の絵 
㈤に] か< 

ある秘密が隠されて 
いるのだが… 

と.rjら 

扉 
カギガないと開かない 

マジック•フロック 

さわると別の地形キヤ 
ラクターになる。 

23 



_ [_ し、 い龙 か又 

〈アイテムを手に入れたら、即家に帰るべし！！〉 

最初、ゲームに慣れないうちは、アイテムを手に入れたり、 
買つだりしだ5、こまめに家に戻るようにしましよラ。 
そろしないとゲー乙オーバーになつてしまつだ時、もろ一回 
取りに行かなければならな<なつてしまいます。 

そして、そのアイテムを使えるキヤラクターの操作に、よC 
賀れましよラpこれは何よりの武器になります。 

〈ブロックやモンスターを利甫しよラ 

〇フロックを動かして 
モンスターを倒すa 

ばい 

フロックを台にして 
高い所へジャンプ/ 

ふみだい 

〇モンスターを踏台に 
してジャンブ/ 

ダンジョンの中でぼ<5の行<手をジャマ 
しているフロックやモンスターだちも使い 
方しだいで便利なものになるんだ。 
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